
（順不同）

団体名 活動内容 フェスタの内容

1 松江地域文化交流研究会
松江地域の文化について研究し、市民の交流活動を促進することを目指して
います。日本語ボランティア養成講座の開講を主催し、松江地域の日本語ボラ
ンティア教室活動を支援します。

（展示） 活動紹介

2
まつえりあ日本語ボランティア
グループ

私たちは、松江地域に在住する日本語学習の必要な外国人等に、無償で、質
の高い学習支援を行いつつ、グループ内の交流を深めています。

（展示） 活動紹介

3 松江書道クラブ

・書の魅力を追求し、豊かな情操を培う
・会員相互の親睦を図る
毎月第2、第4金曜日午前9時半～11時半まで
古典の臨書学習を行う.

（展示） 書の作品展示

4 まつえ市民大学サポーターの会
松江市民大学だんだん応援コース(２０１１年度からは市民大学応援コースと名
称変更）の修了生がサポーターとなり参加している会です。レポーター・コー
ディネーター・事務局の体制で活動しています。

（展示） 活動紹介、シニアコース受講生
のバイオ栽培の作品・松江水燈路等の
作品展示

5 おしゃべり写真塾

写真に親しみ、撮影技術向上と会員相互の親睦をはかる。
・写真撮影の技術向上
・会員相互の親睦
・作品発表会
・他団体に作品発表、及び応募

（展示） 写真展示

6
特定非営利活動法人
ほっと・すぺーす21

子どもの心の居場所を提供するとともに、コミュニケーション力を高める事業を
通して、安心感と信頼感のある地域づくりを進めることにより、子どもの豊かな
成長に寄与することを目的として活動しています。

（展示） 活動紹介

7
アムネスティ・インターナショナル
松江グループ

アムネスティ・インターナショナルでは、世界人権宣言が世界中で実現されるこ
とを目標に活動している国際人権団体で、1977年にノーベル平和賞を受賞して
います。松江グループでも、毎年映画会、講演会を開催するなど、人権にかか
わる活動をしています。

（展示） 活動紹介

8 NPO法人しまね子どもセンター

「子どもの権利」が守られる社会の実現を目指し、子どもの育ちを支える活動を
します。
・子どもの居場所（いきいき自然探検隊・乳幼児の外あそび「おそとであそ
ぼっ！」）　・アートスタート「はじめてのおしばい」　・子どもNPOネットワーク
・調査・提案・中間支援

（展示） 活動紹介
（体験） カプラ
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団体名 活動内容 フェスタの内容

9
みんなで楽しむ「仏像木彫」
サークル

木彫りの仏像をサークルでみんなで楽しみながら彫ることによって、彫る人の
心の安らぎを得ることを目的とし、又将来的には（希望者のみ）自分達が彫った
仏像を施設などに寄贈させて頂いて、自分達が彫った仏像を見て頂く事によ
り、心の安らぎを得て頂けることを目指します。

（展示） 活動紹介、作品展示

10 松江で死刑制度を考える会
山陰地方でも始まった裁判員制度と死刑制度を理解することを目的に、死刑制
度や裁判員制度に関する上映会、講演会、学習会を月1回開催しています。

（展示） 活動紹介

11 虹色クレヨン

未来を担う若者の支援活動のもと、社会への自己表現とものづくりの楽しさを
様々なイベント企画を通して提供し、子どもから大人までが気軽に参加できるよ
う、多くの人との関わりを大切にした地域に根付く活動の充実を図ることを目的
に活動しています。

（体験） 工作遊び

12 松江おもちゃの病院
定期的な日時に都合のつくスタッフが集まっておもちゃの病院を開院し、ボラン
ティアでおもちゃの治療をしています。

（体験）おもちゃの修理

13 松江ミニ四駆同好会
あらゆる世代に組み立てることを通じて物づくりの楽しさや喜びを実感していた
だくこと。また、地域の交流の場としての大会、走行会の開催しています。

（体験） ミニ四駆の走行体験

14 まつえレクリエーション協会
１．レクリエーションの普及啓発
２．市民の健康づくり支援

（体験） バルーン・クラフト等

15
社会福祉法人桑友
まるベリー松江

社会福祉事業として、就労、生活、住居の支援を行っている。
（物販） パン、クッキー、ラスク、お弁当
の販売

16 まつえそば打ち研究会
毎回1回の会員のそば打ち体験学習、イベントに参加、そば打ち体験講座を開
催。

（物販） 割子そばの販売

17 NPO法人YCスタジオ

青少年にオルタナティブな学びの場を提供し、青少年の起業や文化の発信を
支援する。
・青少年の居場所・芸術表現・ものづくりの工房・チャレンジショップ
・起業支援・親の会相談事業・国際交流など

（物販） 雑貨の販売（アクセサリー、T
シャツ、カード、小物入れなど）

18 福祉ショップ天神

松江市内にある小規模作業所が集まり、毎月25日、天神市の日にそれぞれの
作業所で作った作品をボランティア（ほほえみの会）の助けを借りて販売する。
また、共同で商品開発を企画したり、研修会を開いたり交流会を実施したりす
る。

（物販） 物品販売



団体名 活動内容 フェスタの内容

19 要約筆記サークル松江かけはし
社会に対してオープンで
ジャンルを問わず、皆と一緒に楽しくやりましょう。

（体験） ノートテイク体験

20
NPO法人リーガルネットワーク
しまね

消費者被害の防止、救済、司法過疎の解消

（展示） 消費者被害の回復としての相談
活動の紹介
(ステージ）消費者被害の防止としての
講演・実例劇

21 司法書士リーガルエイドしまね
松江市だけでなく、島根県全域を対象として、法律サービスを提供し、市民、県
民の皆様の権利を守ることを目的とし、
・無料法律相談会（面接）・市民法律講座を開催。

（展示） 市民紛争解決方法としてのADR
（裁判外紛争解決）について
(ステージ）消費者被害の防止としての
講演・実例劇

22
公益財団法人AFS日本協会
松江支部

ＡＦＳは国際的なボランティア団体であり、営利を目的としない民間の組織であ
る。より公正で平和な世界の実現に必要な知識、能力、理解力を身につけるた
め様々な異文化と接する機会を提供する。

（展示） 活動紹介
（物販） 食品、小物などの販売

23
東日本大震災
松江・島根支援協議会

新しい公共づくりモデル事業として、平成24年度に誕生したばかりの団体です。
ボランティア募集をする団体としてではなく、「自分に出来るこれからの東北支
援を広く市民にお知らせし、一人でも多くの方の支援参加を実現する」ために
活動します。

（展示） 活動紹介
（物販） 被災地産品の販売
　　　　　 募金活動

24
特定非営利活動法人
おやこ劇場松江センター

・生の舞台芸術を鑑賞し感動の場を提供
・子育てに関する学習会や交流会の開催
・子どもたちの諸活動（ワークショップ、キャンプ等）のサポート
・他のNPO、行政、企業との情報交換やネットワークづくり

（物販）フリーマーケット
（体験）お世話のいらない金魚すくい等

25
公益財団法人日本盲導犬協会
島根あさひ訓練センター

盲導犬の育成、歩行指導及び視覚障がいリハビリテーション事業。また、日本
で初めて、受刑者が盲導犬候補の子犬を育成する「島根あさひ盲導犬パピー
プロジェクト」を行っている。

（物販） 物品販売
(ステージ）盲導犬のデモンストレーショ
ン

26 NPO法人プロジェクトゆうあい
障害者、高齢者やその他のハンディキャップを持つ全ての人に対して情報化社
会への適応に必要な支援や自立できる生活環境の整備に関する事業を行う。

（体験） バスマップすごろくの体験
（物販） 古本の販売
・「てくてくマップ松江」の配布



団体名 活動内容 フェスタの内容

27 松江市環境保全部くりんぴーす

くりんぴーすとは公募によって選ばれた啓発施設の愛称です。クリーン「Clean
（きれいな）」という意味と「Piece（ひとつ）」をあわせた造語です。ひとりひとりが
「ごみ」や「資源」に対しての認識を改め、「ひとつひとつ」の積み重ねで環境を
守って行く意識を持とうという願いが込められています。くりんぴーすでは、リサ
イクル体験教室や、環境問題やごみ減量に関する講座や講演会、イベント等
の開催、また施設内の活動で再生された物品及び修理品（家具など）の展示・
提供をおこなっています。

（体験） しじみストラップ製作体験

28 音楽＆ものづくりスタジオ実行委員会

松江市の将来を担う若者たちの自立を支援することにより、若者の新たな起業
や文化の創造を促し、本市の活性化を図るために設置された「音楽＆ものづく
りスタジオ」の管理・運営のほか、各種教室・講座（カメラ・ビーズ・ペイント・ダン
ス・シルクスクリーン・オーブン陶芸工房等）を開催。またスタジオ利用者の支援
を行う。

（展示） 活動紹介

29
プリエールねっと
（まつえ男女共同参画ネットワーク）

わたしたちは未来のために動きます。
　女性、こども、家族、パートナー、男性そして地域や国、国を越えたひとたちの
ことを考えます。信条や政党、行政、民間の枠をこえ、ゆるやかに手をつない
で、さまざまに活動します。

（展示）　活動紹介

30 ひのくら会

私達は、“ひのくら会”として琴、三絃（三味線）、十七絃を主とした邦楽の活動
をしています。ジャンルも幅広く古典、新曲、唱歌、わらべ歌などあらゆる曲に
挑戦しています。身近では、「お城まつり」、「市民音楽祭」など、皆様にお目に
かかる事も多々あります。琴、三味線に興味を少しでもお持ちの方は、お気軽
に始められませんか。何時でもお待ちしております。そして、一緒に演奏を楽し
みたいと思っております。

（ステージ）箏、三絃、十七絃による合奏

31
銭太鼓グループ
伊勢宮コイサンズ

銭太鼓のグループ。月に2回講師の小川輝子先生に指導を受け毎月第2、第4
の木曜日に練習している。介護施設やお祭りのイベントに参加し出演。

（体験）　銭太鼓の体験
会場：5階交流ホール
14：00～15：00

32
松江市シルバー人材センター
ハッピー・コーラス部

「豊かな経験・確かな仕事」をキャッチフレーズに、60歳以上の会員およそ900
名は松江市シルバー人材センター事業として、庭木の剪定、育児ザ―ビス他40
数種類に亘る多彩な事業を通して社会に参画し、健康づくりと生きがいを限り
なく求めて日夜頑張っています。男女問わず60歳以上の市民の皆様の入会を
いつでもお待ちしています。

（ステージ）合唱３曲程度



団体名 活動内容 フェスタの内容

33 松江市フォークダンス連盟

松江市フォークダンス連盟は創立45周年を迎える伝統ある団体です。恒例の
年間5回のフォークダンス大会は、毎回200名を超す参加者でフォークダンス・レ
クダンス・民踊を楽しんでいます。今後も健全なレクリエーションとしてのフォー
クダンスの普及と振興に努めながら、松江市フォークダンス愛好者の親睦を
図っていきたいと思っています。

（ステージ）フォークダンス、レクリエー
ションダンス、民踊

34
公益財団法人
都山流島根県支部松江分会

①尺八吹奏の研究、他の邦楽器との合奏
②演奏会の開催、出演
③小、中学生に対する日本音楽への取組み、演奏
④各種文化行事(イベント）における演奏

（ステージ）　尺八演奏

35 清吟堂吟友会　松江ブロック

・詩吟練習・松江邦楽演奏会・松江護国神社奉納吟
・歳末知名人大会・福祉施設訪問
・全国国民文化祭・日本武道館吟詠コンクール（東京）参加
・その他各種行事に参加

（展示）　活動紹介
（ステージ）　合吟、剣舞など

36 宮城会・箏グループ・カヌー
　箏、三絃などの邦楽器で、古典や宮城道雄の曲から現代曲、ポピュラーソン
グなど幅広く演奏しています。日頃、邦楽になじみのない方にも、年齢を問わず
楽しんでいただきたいと思います。

（ステージ）箏の演奏、日本のわらべ歌
のメドレーなど。

37
島根県教職互助会退職互助
松江支部合唱クラブ

教職員退職会員の親睦と福利厚生の充実発展を図ることを目的に、合唱した
り、ベル合奏をして楽しむ。

（ステージ）　合唱

38
美月波としやの会
「伝統文化こども教室」

古典舞踊を基礎に、地元の歴史や物語を舞踊化し、郷土文化の創造と伝承を
目的としています。平成１８年からは、文化庁委託事業、財団法人「伝統文化
活性化国民協会」の「伝統文化こども教室」事業を小学生が体験・修得すること
を目的とした活動も行っています。

（ステージ）
子ども達による日本舞踊

39 かりゆしバンド イベント等でのバンド演奏 （ステージ）　バンド演奏

40 ぽっかぽかわおん
子どもに音楽を親しんでもらえるように、また、親同士の交流の場としてリラック
スできる場を目的に、ピアノ演奏、フルート、オーボエなどのいろいろな楽器の
演奏、歌、本の読み聞かせを行う。

（ステージ）　演奏

41 天神太鼓
天神さんの夏祭りで、神輿渡御（みこしとぎょ）をおこなっている天神神輿連（て
んじんみこしれん）が、夏祭りをさらに盛り上げるために平成元年に結成しまし
た。現在、大人と子ども合わせて20名で活動を行っています。

（ステージ）　柄太鼓（えだいこ）演奏



団体名 活動内容 フェスタの内容

42 MOMOクラス松江
音楽を愛好する松江市民を中心として、広域に集まり、音楽技術の向上を図る
ことを目的に、月に一度ＭＯＭＯ先生からコーラスの指導を受け、地域の音楽
活動等へ参加する。

（ステージ）　コーラス

43 まつえ観光創造研究所
観光におけるホスピタリティの向上を目指し、経験やノウハウを持つ“ひと”を育
成し活用することで「観光資源」に潜在する力を新たに創造します。

（ステージ）演舞

44 スポーツ吹き矢　松江倶楽部
会員に対しスポーツ吹矢の機会を主催するとともに健全で有意義な集いの場
の提供を主な目的として次の内容で運営します。

（体験）スポーツ吹き矢の体験
会場：5階交流ホール
時間帯：13：00～14：30

45 ハートフルミュージック
歌を通して、自己啓発しながらチャリティー発表会や老人ホーム慰問等、前向
きな生き方をお手伝いします。老人ホーム等慰問、チャリティー発表会、イベン
ト企画

（ステージ）　夏メロ

46 ミュージック　ミミ
コンサート活動（クラシックからポピュラーまで）病院、学校、ケアセンター、保育
施設等への出前コンサート公演及びボランティアを行う。

（ステージ）　コーラス

47 ラ・コピーヌ

（目的）音楽活動を通して会員相互間の交流を図り、豊かな情操を育むと共
に、明るく豊かな地域社会の形成に資する。
（活動）定期的に練習、「全日本おかあさんコーラス大会」に参加、ボランティア
活動・新年会（町内会）参加

（ステージ）　合唱

48 松江隠密忍者隊
県内の保育園、幼稚園、介護施設で「忍者体験」で楽しんでもらい、健康体操
の「忍者体験」で楽しんでもらい、健康体操の「忍にん体操」の普及と、観光ボラ
ンティアもそろい、「おもてなしの心」で活動しています。

（体験）忍者修行体験（忍にん体操、手
裏剣投げ、巻物とり他）（販売）忍者グッ
ズの販売
会場：5階交流ホール

49 松江はぴこ会
島根県他6事業団体で構成する「しまね縁結びボランティア協議会」にボラン
ティアとして登録し、結婚を望む男女の縁結びを応援することを目的として活動
しています。

ステージボランティアスタッフ

＊各団体の活動内容については、「松江市市民活動支援サイト」に掲載している情報をもとに記載しています。

市民活動センター事務局（2階）
電話　0852－32－0891 / FAX　0852－32－0847

Eメール　csc.ma@web-sanin.co.jp


